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今津小・中学校区の親など保護者の皆さま
今津地域・住民の皆様

２０１４．１．３１現在

◎ 今津中学生の『良いとこ所蔵館－優劣のかなたに－』

まだ仮称ですが、上記『良いとこ所蔵館－優劣のかなたに－』は、今津
中学生の良い所をクロ－ズアップすることで、改めて、今津中学校の生徒
“個人”や“学校（生徒会）”及び“地域”の良さを確認したいと思います。

また、このことを通して、［自己肯定感］や［誇れる今津中学校］及び、
［郷土を愛する心］を持ってもらいたいと思います。

８月１９日付け、〔校長だより「夢扉」№２５号（挑戦）〕を、その所蔵
第１号と位置づけ、夏季県体出場者３７名と合わせ登録したいと思います。

大村はま先生の《優劣のかなたに》の一節である、
「学びひたり 教えひたる、それは 優劣のかなた」と合わせて！！

《 紹 介 》 まず、挑戦（チャレンジ）してみよう！
若い頃の失敗（不合格）は、将来の宝！
目標を定め挑戦する生徒に敬意を表す！

◎ 第１回英語検定 平成２５（２０１３）年６月７日（金）実施分
【３級】合格者４名（受験者５）《※３級は中学３年生修了程度》

○３年生（４名）
河野有希さん、那須佳音さん、前橋知佳さん、宮柱愛梨さん

【４級】合格者 ２１名（受験者２２）《※４級は中学２年生修了程度》
○３年生（ ９名）

金石彩花さん、釜土佳奈さん、進美優奈さん、末吉里詠さん
濱田 光さん、安東葵空さん、岡野琢斗さん、武石悠聖さん
河野七海さん

○２年生（１２名）
芦田理歩さん、木戸巴那さん、久保菜々子さん、中野槙也さん
前橋沙耶さん、矢形真浩さん、池田茉由さん、諌山雄大さん
小野喜貴さん、築城ふみさん、土谷真理さん、湯通堂嵐さん

【５級】合格者 １名（受験者１）《※５級は中学１年生修了程度》
○２年生（ １名）

黒川汐音さん

◎ 平成２５（２０１３）年７月２４日（水）大分合同新聞朝刊
第３５回県小中学生たなばた書道展で、金賞（硬筆）山口紗香さん、

金賞（毛筆）河野有希さんが掲載されていました。
さらに、特別賞としても、河野有希さん（OCT 賞）と

山口紗香さん（県習字会長賞）が選ばれ掲載されていました。

◎ 平成２５（２０１３）年７月２５日（木）大分陸協（第１９２号）
平成２５年度天皇杯全国都道府県対抗女子駅伝大分県チ－ム
強化育成選手として、築城ふみさんが選考されました。
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◎ 平成２５（２０１３）年８月８日（木）大分合同新聞朝刊
第６２回県学校書写大会 金賞（硬筆）
木戸巴那さん、芦田理歩さん、小川美結さん、西原千夏さん、そして、

河野七海さんが掲載されていました。
同じく、金賞（毛筆）で、山口紗香さんが掲載されていました。

◎ 平成２５（２０１３）年８月１５日（木）大分合同新聞朝刊
第２８回中津市ナイタ－陸上競技大会
１００㍍共通 １３秒４ 優勝 西原千夏さん
砲丸投げ中学１年 ６㍍３０ 第３位 池田茉由さん

◎ 平成２５（２０１３）年度 第１３回 高山辰夫賞ジュニア美術展
大分合同新聞 ８月１６日（金）朝刊に掲載
推奨 信安千織さん

（ 新聞掲載はなかったが、市入選 浦岡ユウナさん・川口愛里さん・黒谷彩友さん ）

◎ 平成２４（２０１２）年度 中２体力・運動能力、運動習慣等調査
現在の中３

※全国、大分県の平均値を両方ともに超えていた種目

男子 ８種目中４種目。
反復横跳び ５３，００／全国 ５１，５５、県 ５１，７０点
２０㍍シャトルラン ９０，９５／全国 ８６，２４、県 ８５，５９回
５０㍍走 ７，８０／全国 ８，０１、県 ８，０４秒
立ち幅跳び １９７，４０／全国１９５，３７、県１９５，１３㎝

女子 ８種目中４種目。県のみ超えた種目１（２０㍍シャトルラン）。
上体起こし ２４，３９／全国 ２２，８４、県 ２１，４１回
反復横跳び ４６，０５／全国 ４５，４６、県 ４５，０６点
５０㍍走 ８，８３／全国 ８，８７、県 ９，０６秒
立ち幅跳び １６８，６８／全国１６７，１３、県１６３，１１㎝

◎ 平成２５（２０１３）年９月８日（日）大分合同（朝刊）
女子 中学２年生の部 ２００㍍ 優勝（２６秒６５）西原千夏さん
第４４回ジュニアオリンピック県代表選考会兼ねて第１０回県ジュニ

ア陸上大会が７日（土）に大分市営陸上競技場で開催された。

○ 平成２５（２０１３）年９月６日（金）時点で、約１２キログラム
これは、多くの生徒の皆さんが知らない間に、校長室前の“ペットボ

トルキャップ入れ”に入っていた、その総重量です。
時々、今中生徒会員の仲間が自宅などから持参してくれたものです。

情報１；～９月６日（金）までに、ペットボトルキャップ約１２キロ
グラムがたまっている。（キャップの種類により異なる）

情報２；これを焼却すれば、約４３０個で、約３，１５０グラムの二
酸化炭素（CO ２）が発生する。

情報３；約８６０個で、ポリオワクチンを１人分（２０円）買える。
情報４；約４３０個で、約１㎏ある。（キャップの種類により異なる）

※ 結果、今中生徒の小さな善意の行動により、３７，８００㌘
の二酸化 炭素を抑制できたと言える。

また、そればかりか、１２キログラムのそれにより、ポリオワクチン
６人分（１２０円）に換えることが出来、世界の中で、貧困などにより、
落とすであろう子どもの命を６人分助けることができたと言える。
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○ ９月１１日（水）ペットボトルキャップ１．７５キログラムが校長室
前に置かれているのに気づきました。ありがとう。

９月１１日（水）は、アメリカ同時多発テロ事件があった日ですが、
今中生徒は命を救う「小さな善意行動」を継続してくれています。

◎ 中津市中学校新人卓球大会［９月２７日（金）］
個人：優勝 堀 香琳

◎ 中津市中学校新人陸上大会［９月２８日（土）］
１年： ４００㍍ R ２位
２年： １００㍍ 優勝 黒川汐音 ３位 湯通堂嵐
共通： ２００㍍ 優勝 田中也尋
共通： ４００㍍ 優勝 田中也尋
共通： ８００㍍ 優勝 諌山雄大
共通：３０００㍍ 優勝 諌山雄大
共通：走り幅跳び 優勝 黒川汐音
共通：砲丸投げ 優勝 湯通堂嵐 ２位 大下孝二

２年： １００㍍ 優勝 西原千夏
共通： ２００㍍ 優勝 西原千夏
共通： ４００㍍ R ３位

◎ １０月４日（金）、中人第９２１号により、人権標語優秀作品の通知

標語：「気付こうよ 心の叫びに 救いの手」
優秀賞（中津市長表彰）：築城 陸

◎ 第３９回 大分県中学校新人陸上大会［９月２８日（土）］
共通女子：２００㍍ 優勝 西原千夏

○ １０月２１日（月）、今日もペットボトルキャップが校長室前に置かれ
ているのに気づきました。

それは、２．５５キログラムと１．１０キログラムでした。

「小さな善意行動」の継続をありがとう。

◎ 第２回英語検定 平成２５（２０１３）年１０月２５日（金）分
【３級】合格者 ３名（受験者７）

○３年生
丸尾桃加さん

○２年生
諌山雄大さん、築城ふみさん（６月４級合格、今回３級に合格）

【４級】合格者 １名（受験者２）
○３年生

川口優希奈さん

【５級】合格者 ３名（受験者５）
○１年生

築城 陸さん、藤川海音さん、吉原早紀さん

◎ 平成２５（２０１３）年１０月２８日（月）大分合同（朝刊）
大分県中学校新人卓球大会
女子 中学２年生の部 第３位 堀 香琳さん
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○ 平成２５（２０１３）年１０月３０日（水）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”二袋、約１．８５キログ

ラムが置かれているのに気づきました。

○ 平成２５（２０１３）年１１月 ４日（日）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”、約０．１５キログラムが

置かれているのに気づきました。付箋に名前も書いてありました。

○ 平成２５（２０１３）年１１月 ５日（月）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”、約０．４キログラムが置

かれているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

基礎知識：ペットボトルキャップ約８６０個（約２キログラム）で
ポリオワクチン１人分（２０円）を買うことができる。

また、その逆に、ペットボトルキャップ約８６０個（約２キログラ
ム）が捨てられ焼却される場合、約６，３００グラムの二酸化炭素（CO
２）が地球上に排出される。

つまり、身の回りのペットボトルキャップ約８６０個（約２キログ
ラム）を集めることで、貧困などにより世界の片隅でポリオで亡くな
っている子どもの命を救える上に、地球上に排出され
る予定であった約６，３００グラムの二酸化炭素（CO ２）
を抑制でき、地球の温暖化を防ぐことに貢献できるのだ。

○ 平成２５（２０１３）年１１月 ６日（水）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”、約０．７キログラムが置

かれているのに気づきました。また、数個単位での協力者もいることも
分かっています。～小さな善意行動の継続をありがとう～

※ 平成２５（２０１３）年１１月 ７日（木）４３．５５キログラム！
今日、１６：２０頃、本年９月１２日以降たまった皆さんの「善意」

であるペットボトルキャップ４３．５５キログラムを後期生徒会執行部
３名と後期生徒会担当教員とで、イオン九州株式会社（中津三光店）に
届けました。４３．５５キログラムは、ポリオワクチン２１．７７５人
分になります。しかし、実際は「１０．９人分」となっています。

イオン側に理由を聞くと、イオンが回収し「NPO 法人（内閣府認証）
エコキャップ推進協会」に届けるまでにかかる一部費用などを計算に入
れた結果、「１０、９人分」となっているとのことでした。

改めて、いろいろと勉強もできました。
今後も“できる範囲”での「社会貢献」をやろう！

併せて、物事をいろいろな角度で見る力（分析力や批判力）を身につ
けよう！

○平成２５（２０１３）年１１月１８日（月）☆新たなスタートに協力を！
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”、約０．４キログラムが置

かれているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

◎ 平成２５（２０１３）年１１月１５日（金）祝、県総体駅伝１５位！
今中駅伝部は、中津市の予選を（三光中学校に次ぐ）準優勝で通過し

たことは周知の通りです。
その今津中学校の仲間が結果としては２５チーム中１５位でしたが、

本当に良く頑張ってくれました。
また、途中、１０位以内を走るなど、今津中学校の存在を示してくれ

ました。ありがとう。
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◎ 平成２５（２０１３）年１１月１８日（月）祝、中津税務署長表彰！
後期生徒会長の諌山雄大さんが、「税の作文」で、中津税務署長表彰を

受けました。
昨日、中津税務署の石橋徹署長（他３名）が来校され、

諌山雄大くんが、直接、石橋署長から授与されました。
おめでとう。

◎ 平成２５（２０１３）年１１月１９日（火）祝、中津市人権標語表彰！
今日、中津文化会館にて中津市人権の集いが開催されます。
その会場のステージ上、約８００人の前で、築城 陸さんが表彰され

ます。先ほど、本人は会場に向かいました。おめでとう。

○ 平成２５（２０１３）年１１月２６日（火）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”、約２．２キログラムが置

かれているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

○ 平成２５（２０１３）年１１月２９日（金）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”０．１５キログラムが置

かれているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

※ 本年度、今津中学校にて英語検定に挑戦した生徒数４２名。

平成２５（２０１３）年度 第１回、第２回英語検定 合格者数。
【３級合格者数】３年生 ５名、２年生 ２名 合計 ７名
【４級合格者数】３年生１０名、２年生１２名 合計２２名
【５級合格者数】 ２年生 １名、１年生３名 合計 ４名

総計３３名

○ 平成２５（２０１３）年１２月 ５日（木）
本年１１月１５日実施の数学検定には１１名が合格しました。
合格おめでとう！

【３級合格者】※３級の内容は、中学校３年生修了程度のものです。
○大下若菜、那須佳音、川口優希奈、河野有希、前橋知佳、丸尾桃加

【４級合格者】※４級の内容は、中学校２年生修了程度のものです。
○ 池田茉由、築城ふみ、土谷真理、西原千夏、湯通堂 嵐

○ 平成２５（２０１３）年１２月 ９日（月）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”２．３キログラムが置か

れているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

○ 平成２５（２０１３）年１２月１１日（水）
例年のことですが、「障害のある方々の支援」としてボールペン等々の

購入について、担当の先生から学級担任を通じ皆さんにお願いし、協力
してくれた物品を関係機関に依頼していたものが学校に今日着いたこと
を担当の先生から聞きました。

※１８名の協力がありました。《合計金額金額６，５１０円》
皆さん、今後も無理せず・できる協力を！をモットーに協力願います。

◎ 平成２５（２０１３）年１２月１２日（木）
本日、中津市人権擁護委員会の委員さんが来校され授与されました。
法務省人権擁護局・全国人権擁護連合委員会：主催
人権作文コンクール 優秀賞 １年生 吉原早紀さん おめでとう！
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○ 平成２５（２０１３）年１２月１３日（金）
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”０．９キログラムが置か

れているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

○１２月８日（日）今津小中学校区 青少年健全育成会活動 午前１０～

【今津集会所にて】
今津地区「青少年健全育成会」活動が開催されました。
特に、日本の伝統とも言える玉入れを老若男女が入り乱れて行いました

が、その後に行われたパン食い競争も微笑（ほほえ）ましく、“地域のちか
ら”を改めて感じました。

老若男女６０人以上は集まっていました。ちなみに、昨年
は１００人程度の集まり具合だったそうです。

【今津公民館にて】
停車場地区「青少年健全育成会」活動が開催されました。
特に、本年度は記念の１５回目の集会だったようです。
実際に、臼（うす）と杵（きね）を使った餅つきは、優に１００人を超

す多くの大人による支援の有り難さと合わせて、将来、子どもたちの人生
の宝物となるに違いないと思いました。

また、宇佐市の“ふたば会”の方々による
“ひょっとこ踊り（？）”は、特に、小学生な
ど子どもに大受けでした。

○ 平成２５（２０１３）年１２月２０日（金）だったと思います。
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”０．１５キログラムが置

か れているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

○ 平成２５（２０１３）年１２月２４日（火）だったと思います。
今日、校長室前の“ペットボトルキャップ”０．８５キログラムが置

か れているのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

《～小さな善意行動～ 平成２６（２０１４）年もよろしくお願いします
》

○ 平成２５（２０１３）年度 大分県中学校駅伝大会
【出走】

１区末廣さん・２区橋本さん・３区諌山さん
４区濱田さん・５区武石さん・６区岡野さん

【補員】
田中さん・黒川さん・熊さん
湯通堂さん（エントリーのみ）

○ 平成２５（２０１３）年１２月２４日（火）終業式
第１回今津中学校 学校図書館主催「読書感想文コンクール」結果

○ 最優秀賞１年 今田直人さん
優秀賞１年 吉原早紀さん 表彰された皆さんには、賞状、

ポイントマーカーセット、
○ 最優秀賞２年 木戸巴那さん 及び図書券が贈られました。

優秀賞２年 諌山雄大さん
最優秀賞（２，０００円分）

○ 最優秀賞３年 那須佳音さん 優秀賞（１，０００円分）
優秀賞３年 宮柱愛梨さん 少なくとも１０年間は続けます。
優秀賞３年 河野有希さん
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○ 平成２６（２０１４）年１月に入ってからだったと思います。
校長室前に０．１５キログラムの“ペットボトルキャップ”二袋が置

かれていました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

○ 平成２６（２０１４）年１月２９日（水）だったと思います。
校長室前に“ペットボトルキャップ”０．２０キログラムが置かれて

いるのに気づきました。～小さな善意行動の継続をありがとう～

※ 既に、今春の高校入試が始まっています。
私立高校の推薦入試（看護科、食物科）に合計７名が挑戦しました。
公立高校の推薦入試（普通科、産業系高校）に合計３名が挑戦します。
私立公立ともに、例年、推薦定員を上回っています。
つまり、推薦イコール合格ではありません。それどころか、毎年、多

くの推薦志願者が不合格となっている事実を知らなければなりません。

２．平成２６（２０１４）年１月２４日（金）第３回英語検定試験実施。
今回１０名が応募９名が挑戦しました。今年度の挑戦者５２名。
この今津中学校の取組はタウンマガジン３月号に掲載される予定です。
私は、英語検定試験を受け、合格は勿論、不合格になることも貴重な

体験になると考え、“英検への挑戦”を勧めています。

３．平成２６（２０１４）年１月、進路部会中３学力調査が実施されました。

得 点 分 布 市全体の分布 今中生分布 男子２２ 女子２０ 期待数

２３０点～２５０点 ２（ ２） １（ １） ０ １ ～ １

２１０点～２２９点 １３（ １１） ２（ １） ０ １ ～ １

１９０点～２０９点 ５２（ ３９） ２（ ０） ０ ０ ～ ３

１７０点～１８９点 １１９（ ６７） ２（ ０） ０ ０ ～ ６

１４０点～１６９点 ２３８（１１９） １０（ ８） ３ ５ ～ 12

１１０点～１３９点 ４０９（１７１） １７（ ７） ３ ４ ～ 20

９０点～１０９点 ５２８（１１９） ２２（ ５） ２ ３ ～ 26

７０点～ ８９点 ６２７（ ９９） ３０（ ８） ４ ４ ～ 30

４０点～６９点 ７３２（１０５） ３４（ ４） ３ １ ～ 35

０点～３９点 ７７２（ ４０） ３７（ ３） ３ ０ ～ 37

井の中の蛙にならないよう注視せよ！ ４２（ ５） 欠４ 欠１ ４２名

※難易度も関係するが、市全体の平均点は例年より約１５点程度低いようである。
○今津中学校は、１７０点～２０９点までの４０点に誰もいないのが課題である。
○今津中学校内で比較して見たとき、一目で、男子の成績が良くないことが分かる。
○中津南のボーダーは「１４０点～１６９点」内にありそうだ。１点で約４人違う。
○中津北のボーダーは「１１０点～１３９点」内にありそうだ。１点で約６人違う。
○中津東の各科ボーダーは「７０点～１０９点」内にありそうだ。１点で約６人違う。
◎入試時期のテストは難しく、７０％を割ると１点に５人程度いるのが分かる。

本年１月１０日時点、合否ともに５０％を示すボーダーラインを想定す
れば、中津東高校のいずれかの科に合格できそうな生徒が約３０人、その
内１７人が中津北高校に合格できそうです。さらに、その内、１０人程度
は中津南高校に合格できそうです。現在、今津中学校３年生は４２名です。


